
1設定期間2013年10月1日～2014年3月31日の毎日（但し、ホテルにより除外日あり）

★JR割増代金・各地発着追加代金★（大人お一人様／片道）
博多駅発潜の基本代金に下記代金を追加することで、最寄りの駅からのご乗辛が可能です。（こどもは半綿です）

洪一部区間でも山曙九州直通さくら（さくら451・458・500番台）・みずほにご無事の場合侵し直通さくら・みずほの割増代金が必要となります。

商品N0． �】142141／早割142241／連割142341 ������（0フ �035） � 

4 �アークホテル大隈心意1 �������lP　　キ ��　i・　　♂ 十　　　　ノ7　右耳 

匂匹ロ15＝00　　　博覧誹ン禁闇）lツ讐）l七等楓．蔓、～】一一　　。：三 

屯12：00（通常10：00）l讐漂鳥l2諾】孟lに∴∵∴二十 
・・・侵　＿ 

1ロロロa地下鉄‘ 窃田‾㊧鳳・嶋旭 ���御堂筋線心醐2号出口よ。徒歩6分鉱一立志議 恩姻無料口田紗1分 

入壬人丸 �力 亘 リ �l●多駅発鸞 ��小義駅棚 ���廷泊代金 �� ★30日前官帽l★ お一人様 500円引き ★運冶割引★ 1泊目よりお一人様 500円引き ※削弓妊将l用不可 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 ��平休日 �休前日 

10／1－3／31 ��2名1塞 （セミダブル） �68 �25，仙0円 �25，800円 �24，400円 �24，800円 ��4，400円 �4，800円 

3名1圭 �52 �25，8伽円 �26，l00R �24，8伽円 �25，抑帥 ��4，MR �5，別伽 

12：○○ 平日のみ朝食券で ブランチ対応OK 

2名1空 ��26，拙円 �28，200円■ �25，800円 �27，200円 ��5，8仰円 �7，2肋 

1名1董 �41 �28，200円 �28，800円 �27，200円 �27，8∝I円 ��7，200円 �7，800円 

商品N0． �142143／早割142243／連割142343 �������（03010） � � ���亘．．．才一、†t lご i∴ モ■‾ l■J il 十 を 

4 �■ �スカ ��トテル大阪 ���� � �Ⅶ軋照 ��l ；・ 

匂≡コ逼ロ14：00　　　1漂誤写！シ欝l晋lセ晋！レ ���������� �■r・■　・ �ll 

国12＝00　　I慧計上㌃十欝l孟 

咽ロロロ地下鉄御堂筋線心斎橋駅4・B胃出口より徒歩5分 ����������＿ヨ■闊乱読 1蛤 ���鞘顧 30日前書汚l★ 人様500円引き ★連泊割引★ 目よりお一人標 500円引き 割引の併用不可 2／23・・｝24、 2／29．－1／3は 前日扱い， ／10、3／20は 休日扱い 

宙⑳取＋胤つ恩瀾科白 �����田鮎 �田紺分 ����監；透一、二七‾ 

入主人1 �鼻 音 �博多駅糞義 ���ゆ轟■モ発■ ��延泊代金 ���お 1 崇 1 2 
平休日 �障前日 ��平休日 �体前日 �平休日 ��休前日 

10／1－11 10／14－24 10／28－11／1 11／4－22 12／8－20 12／25－27 1／4－10 1／13－25 2／8－3／20 ��2名1室 （セミダブル） �68 �訝，棚円 �3仇抑0円 ��28，400円 �四，800円 �8，4伽円 ��9，000円 

3名1室 �53 �神，仙 �31，800円 ��礼400円 �軋肌円 �8，400円 ��10，000円 

2名1圭 ��30，8帥円 �33，800円 ��29，800円 �32，60加 �9，…円 ��12，600円 

1名1墾 �41 �軋200円 �37，棚0円 ��叫都0円 �36，000円 �14，加0円 ��16，亜0円 

10／12－13 10／25一一27 11ノ2－3 11／23－12／7 12／21～24 12／28－1／3 り11－12 1／26－2／7 3／21－31 ��2名1室 （セミダブル） �68 �：机抑0円 �31，80伽 ��神，800円 �30，800円 �9，抑0円 ��10，抑0円 

3名1室 �53 �31，800円 �35，000円 ��叫抽0円 �34，∝氾円 �10，800円 ��14，MR 

2名1圭 ��33，6仰円 �36，仙 ��32，醐円 �軋刷円 �12，600円 ��15，仙 

1名1霊 �41 �37，4伽R �誠，800円 ��36，棚円 �乳600円 �16，朝餉 ��18，肋 

商品No． �1142145／早割142245／連割142345 ������（03 ��4・37〉 �－ 

⑳ソコ �－　L　ヽ　加．．．▲＿　■■■■■－　ll ������▲ �� � �廟瑠 戸≧ �� 亡フトン郁 ��������副ノ二 ����洪洋か榊 鉦・・緋牒 

t　o　　　　　■蔵tタイプーシングル■ツイン（Ⅲ）気品 ������������量産妻妾重臣喜蔓堅塁 �子機 ーIi■l 
匂匠a14・0　．紆批卜捌．，，幻 匂遍道11：00　　漂馴志l2諾l �����������鰭巨 弓 訂 

緋 堀口ロロ近鉄大阪上本町駅直結（難波駅より電辛で2駅）L 

田、⑳⑬凪・鴨場恩個無料臨□鮎 ������8秒1分 ����� �・‘1㌢扇アサ門l 
嚢付） 

入室人員 ���穿 ＝r lJ �博多新発鷺　　　　　か嚢駅発■ ������妊泊一憾 ��� 

お一人様 500円引き ★連泊割引★ 500円引き 
平休日 �体罰臼 �平休日 ��柵臼 ��平休日 ��休前日 

10／1－19 12／8－28 1／2 1／4－3／15 ��3名1室 �53 �27，400円 �29，400円 �26，刷円 ��28，400円 ��6，棚円 ��8，400円 

2名1童 ��封，000円 �31，600円 �朗，000円 ��30，600円 ��8，000円 ��10，600円 

1名1室 �41 �軋200円 �碍朋伽 �3ち2仰円 ��34，8m円 ��12，200R ��14，的0円 

11／2－21 12／1－7 12／29－30 1／3 3／16～31 ��3名1董 �53 �礼2伽円 �31，400円 �27，200円 ��30，000円 ��7，200円 ��10，400円 �は平休日担い 

2名1室 ��軋400円 �叫御伽 �劫，400円 ��追，800円 ��9，棚0円 ��13，800円 

1名1圭 �41 �軋餌0円 �謂卿0円 �33 �0円 �37，釦0円 ��13，600円 ��17，800円 

10／20～11／1 11／22－30 12／31－1／1 ��3名1董 �53 �礼200円 �軋200円 �27 �00円 �軋200円 ��7，20伽 ��14，200円 

2名1量 ��30，㈹R �軋400円 �迫，400円 ��37，400円 ��9，400円 ��17，400円 

1名1宴 �411糾，600円 ��42，400円 �刀，600円 ��41，400円 ��13，600円 ��21，400円 

⑳

※番地発井の基本代金に下記の追加代金でグリーン席が片1から

利用可能　　　　　　　　　（お一人機片遭／大人・小人何事）

※グリーン書鰍日
12／27－1／5

大人の1泊2日基本代金から

10，500円引き 10，000円引き

商品N �皇l　　　　　　樺習　　　　4 �������� � 

］∃＝I澗G虹■■■■■■」 
18≡＝巫ロ15・00　はテゴ肝削。5．SA． 窃12‥00　■諾浩ト，三，。l志麦l lロロロロ地下鉄御堂筋線心斎橋駅8号出口直結 騒L‾㊧吼憫旭恩姻無料薗密口池口柳分 ��������� 

ヒ・、▲謀 

入里人■ �夢 す �博多醐 ��小鵬 ��i泊代金 ��軍 1／1－3、3／21 は休前日扱い、 3／20は平休日 扱い 
平休日 �休前日 �平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

12／29－30 1／3－2／28 ��3名1蔓 �5A �神，咄0円 �31，408円 �27，刷円 �30，亜0円 �7，400円 �10，400円 
2名1室 ��封，600円 �謁，200円 �28，600円 �32，200円 �8，60伽 �12，割8円 

1名1室 �45 �糾，200円 �鱒御伽 �軋200円 �叫朋0円 �13月00円 �14，抑0円 

10／1・－11 10／13－11／1 11／3－12／28 1／2 3／1－20 ��3名1垂 �5Å �28，仙鵬 �軋馳 �27，400円 �租600『 �7，4鮎円 �12，600円 

2名1室 ��29，600円 �36，6卿円 �加，600円 �お，6∝匝 �8，醐円 �15，6肺門 

1名1室 �45 �34，200円 �喝600円 �迫，200円 �お，600円 �13，200円 �15，6（船内 

10／12 11／2 12／31－1／1 3／21－31 ��3名1雲 �5A �29，400円 �糾，200円 �；乳4帥円 �幻，200円 �8，400円 �13，2伸円 

2名1雲 ��31，200円 �鎚，引伽 �凱200円 �37，M円 �10，200円 �17，射〇円 

1名1璽 �45 �叫．削加 �叫御伽 �33，00伽 �軋租OR �13，000円 �19，600円 

商品No． �142144 ��tt ���4）　　　　　　　　　弧． 

4 � �� �� � �－ ��� � 

匂Ea14・00　　　　　　t檀タイプlシングル■　ツイン　ー ������������ 

国，，：。。　　億計器l書幅〆－‘√ ������������十十 
堀口日日地下鉄御堂筋線心斎橋駅1号出口より徒歩6分 田⑬鳳・鳩旭思川酬□池田紗1分 ������������l 

入主人■ ��雲 コ「 リ �＃多IR発薫 ���小義脚 ��騒泊代爺 �� 
平休日 ��休航8 �平休日 �休航臼 �平休日 �休前日 

10／1－・3／31 ��2名1璽 （セミダブル） ��41 �お，800円 ��訪，400円 �24，800円 �お，400円 �4，80加 �5，400円 2名1童 ��52 �27，200円 ��28，600円 �26，200円 �27，600円 �6，200円 �7，600円 

1名1璽 ��41 �28，2∝h ��鱒御伽 �訂，200円 �27，8抑円 �7，200円 �7，抑円 

商品No． �142146／早割142246／連割142346 ������ �03998） � � 

▲ �E寺都ホテル 

匂適正a・00　　　　　　■卯夕刷シングル■　ツイン　し：1■ �����������一議 叫臨ふ＿二 ．・．＿W一山 14・l好郡（コ一拍】41L52lんh′ 匂匹ロ12＝00‡諾計上亮l2諾ド／プ 旬日ロaJR天王寺駅東口より徒歩1分　鍼‾ざ 函⑳凪・鳩M恩瀾科nD紗1分　才 

入主人1 �カ 写 リ �博多駅発雷 ��小■脚 ���碇泊代金 ��園 
平休日 �休前日 �平休日 ��体罰8 �平休日 �体前日 

10／1－24 10／27－31 12／8－30 1／3－2／23 2／25－3／14 ��3名1璽 �52 �27，200円 �劫，800円 �錆，M円 ��27，800円 �6，200円 �7，800円 

2名1蔓 ��28，800円 �軋20的 �27両円 ��欝，200円 �7脚伽 �9，祁〇円 

1名1要 �41 �30，800円 �31，棚円 �29，000円 ��軋4仰円 �9，8m円 �10，仰円 

10／25－26 11／1～12／7 3／15－20 3／23－31 ��3名1室 �52 �27，600円 �30，4抽円 �26，600円 ��遡，400円 �6，600円 �9，刷円 

2名1要 ��29，400円 �31，4仰円 �祖，408円 ��軋咄0円 �8，400円 �10，刷円 

1名1杢 �41 �3り00再1脚円 ��30，咄〇円 ��罰，揖0円 �10，側〇円 �10，附加 

12／31－1／2 2／24 3／21－22 ��3名1軍 �52 �31，脚円 ��30，帥0円 ���10，抑円 

2名1室 ��32，2卿円 ��31，200円 ���11，200円 

1名1要 �41 �32，8∞円 ��31， ��800円 �11， �800円 

閻ウオツシ叫醍比三三忘樟⑮畏饉ル十㊥琵警告記章㊧芸写窒；宝卜竜頭厨歪雲悪書は周孟忘言語芸濃有料）



商品No．l142147／早割142247／連割142347 ������l（05フ35） �� � 

⑳ホテルモントレク ������▲ ��H，・ �� 

t32日ヨロ15：00 旬日：00 切口ロJR難波駅、地下鉄四つ 　なんば駅地下直結 ����∈ 横線メご 室 ��「叩′‾〝一ノ…ノ‾‘ 二 �� �止し童闇 　陣 　〆り ��I■．． 萎 

上郷攣タイプ董　シングル �ツイン　l　タブ ���ル　l �� �か．　■‾　書 

lカチコリ（コード日　　41 �52　】　66 ���】 1 �����ノ〆．ノ′・ 

l虎1（名）1　1 �2～3　1　2 ��������藍≡例■て＿・：′■L▲ ��耶■臼■ヨ■膚l】　． 

l広さ㈹憂19　r23～26】191闇⑮翫コ恩遠野騒軽口池口鯵1分 

入里人1 �窒… リ �＃多釈発雷 ��小■併発■ ����騒泊代金 �� 中称臼： �体斬8． �平休日 ��・棚田 ��平休日 �．珊日 �琴 

2／9・一3／20 �3名1喜 �52 �27，800円 �29，200円 �26，8恥 ��28，200円 ��6，M円 �8，200円 

虜甥 �66 �2軌4m円 �29，矧加 �27，400円 ��28，6的円 ��7，4M円 �8，600円 

2名1室 �52 �29，600乃 �32，800円 �礼＄MR ��31御伽 ��8，000円 �11，800円 

1名1重 �41 �3ち800円 �叫朋伽 �31，鋸加 ��乳800円 ��11，8抽円 �13，800円 

12／23～30 �3名1壬 �52 �30，800円 �お，棚円 �29，釦0円 ��32，亜0円 ��9，的0円 �12，400円 

2名1室 （ダブル） �66 �31，20伽 �泊，400円 �叫200円 ��32，朝0円 ��叫孤0円 �12，400円 

2名1室 �52 �31，400円 �お，200円 �軋4伽円 ��叫200円 ��10，480円 �14才00円 

1名1董 �41 �3，哺00円 �37，仙 �刀，600円 ��非，4伽円 ��13，600円 �16，400円 

3名1室 �52 �37，嘲円 ��誠，刷円 ����16，珊円 

2名1壷 （ダブル） �66 �37，朝餉 ��38，40伽 ����16，40伽 

2名1重 �52 �39，醐円 ��38，00餉 ����18，80伽 

1名1璽 �41 �41，肋 ��40，000円 ����劫，抑0円 

商品No． �142149／早割142249／連割142349■t ��������● � � ���t ���1 薫、； ～、′ こ卓 �覿 鳳‘‥L 

井　． �んはオリエンタルカ ���������」 �レ ��� � �緑′、 彗；t ∴ l▼＋十 

四 ��15：00 ������������ �：、、； 筆．－ 

匂辺a qロロコ t紅屋タイプ】 lカテ勤ロード〉】 ��11：00（通常10：00） 地下鉄なんば駅なんばウオーク B21出口より徒歩3分 66152174 ������転 ���嵐圭 山7肇 と通 �輿モ 「 

E型 

I定Å（名）11－2　1　2　1　3～4l ��������亭立とゴ画 ��������� 

l広州】23123　■　321曲⑳胤・脚力 �����������������忘志田白㌫ 

人妻入れ �空 フ‾ ゴ リ �博多駅籍■ ���小倉附 �����延泊代金 ������ 平休日 ��体罰巳 �平休日 ��休前日 ���平休日 ����休前・日 ��★30日前割引★ お一人機 500円引き ★連泊割引★ 500円引き 

自・昂■ �火一会曙 ��B・胃l■ �火～金■ ����巳・丹II �火～全霊 

10／1－12／28 1／4～3／14 ��4名1璽 �74 �お，800謂 �訪，4加持 �於，200詔 �24，郎8円 �芯，仙 �遜，2珊円 ���4，8恥 � �，4恥 ��8，200詞 3名1室 ��訂，008日 �訂，剛円 �鱒周肋 �視00〇円 �錆，恥 �鱒卿伽 ���6，0恥 � �，600円 ��9，200R 

鴇管（風〉 �52 ●■ �訂，6伽 �勘，200閂 �31卿円 �鱒御伽 �町都伽 �刃卿円 ���6，600再 �7月00円 ���10200再 

1名1室 �66 �叩御伽 �31，8恥 �鱒都伽 �鱒朋伽 �職名00胃 �37，2伽 ���9，80餉 �1 �0，800R ��17卿鵬 

園 3／15－31 ��4名1重 �74 �訪即円 ��鱒御伽 �御伽 ��誠，6帥 ���印肋 ����8，刷蝕 
3名1圭 ��御伽 ��叫槻円 �訂卿円 ��か，醐円 ���7即日 ����印加 

Zも1髪 2gl蔓rダブル〉 �52 66 �乳800円 ��31，600円 �27，8恥 ��軋相田 ���叩肋 ����10脚8円 

1名1重 �66 �乳即0円 ��鱒神田 �31，8伽 ��謂御用 ���11，8舶用 ����1場伽日 

12／29－1／3 ��4名1圭 �74 �31，800用 ���鱒御伽 �����10，㈱ ���円 

3名1璽 ��軋独 ���3ち2恥 �����1ち2耽 ���円 

2名1墾 2g1蔓汐フル） �52 66 �泊，紗〇円 ���32，8恥】 �����12，M ���再 

1名1圭 �66 �伯，400円 ���喝400円 �����狙400 ���円 

都農タイプ �シングル �ツイン 

41 �52 

定員（名） �1～2 �2・－3 

広さ（ポ） �15 �25 

人妻人入． �：窒 ■リ �＃事柑 ��小 �臓 �軌 
平休日・ �休折目 �平休日　■ �体罰眉 �平休日 �棚8 

1／3－3／14 �2名1賓 （セミダブル） �41 �25，8m円 �26，仙 �24，8∞円 �25，仙 �4，脚円 �5，4伸円 

3名1室 �52 �27，2恥 �符，仙 �益，紬円 �27，400円 �6，2∞円 �7，仙 

2名1室 ��礼200円 �祖，000円 �27，200円 �27，鋸〇円 �7，20伽 �7，800円 

1名1室 �41 �謝，200円 �諮，棚円 �礼200円 �罰，珊円 �8，200円 �8，400円 

2名1宰 （セミダブル〉 �41 �26，400円 �27，独 �お，4伽円 �罰，200円 �5，400円 �6，2（旧円 

3名1睾 �52 �28，MR �28，以旧円 �27，000円 �27，抑0円 �7，M円 �7，恥 

2名1雲 ��祖，¢00円 �祖，6伽円 �27，∽〇円 �礼恥 �7，600円 �8，60鵬 

1名1竃 �41 �29，800円 �軋仙 �2札8m円 �羽，嘲円 �8．8師市 �9，棚円 

紆屋タイプ �シングル �ツイン 

カ芦刈コード） �41 �52 

定点（名） �1～2 �2 

広さ（巾） �13．5 �18．7 

大人おひとり磯1泊2日基本代金（JR往復／軌食付）

田⑳鳳＋嶋鳩思い腫湘科

入主人1 �カ 雷 リ �＃多 �駅発暮 �小暮 �駅榊 �染泊代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休航B �平休日 �体罰8 

10／1－3／31 �2名1室 （セミタフル） �41 �25，200円 �25，808円 �24，200円 �24，舶用 �4，200円 �4，8㈹円 2名1董 �52 �27，租〇円 �2軌跡0円 �26，60鵬 �27，馳 �6，600円 �7，針〇円 

1名1圭 �41 �礼200円 �乳400円 �27，200円 �礼400円 �7，2∞円 �8，棚0円 

；葺朝食なしの場合1．008円引き

、圭 ���0 �52〉 � �������� ��������� ������� � ���� �� � � �� �� ���� �� � ��� ��� 

商。。N0．l142151／早割142251／連割742351 �����2013 ����ll三 ����2013 �����t1月 ����2013 ���� ��� �014 �������� ��201 �� ������ �201 ��� 

1　　　　－日・ ��� � �日 �月 �火 �水 �木 ��全 �土 �日 �月 �火 �水 ��木 ��金 �土 �日 �月 �火 �水 �木 �金 �土 �日 �月 ��火 �水 �木 ��全 �土 �日 ��月 �火 �水 ��木 �金 �土 ��日 �月 �火 ��水 �木 �金 �土 
フ【－ノ＿ ��� �1 � � �1 B �2 B �3 B ��4 C �5 F � � � � �� ��† C �2 H �1 8 �2 日 �3 8 �4 B �5 8 �6 B �7 F � � �� �1 G �2 F ��3 F �4 E � �� � � �� � �1 C �� � � �� � � �1 E 

匂Eコ正巳15：00 匂五：匹ロ11：00 1ロロロaJRユニJトサルシティ駅より徒歩1分 O C �7 SB �8 SB �9 S8 �10 SB ��H C �12 日 �H �4 C �5 B �6 8 ��7 B ��C �9 F �B �9 SB �10 SB �11 SB �12 SB �13 �14 E �A �A ��7 A �8 Å �Å ��10 A �11 D �SA ��3 SA �4 SA �5 SA ��6 S �7 SA �C ��B �3 8 �4 日 ��5 8 �6 8 �7 C �8 F 

13 H �14 C �15 B �16 8 �17 B ��18 C �柑 F �10 C �11 日 �12 白 �13 8 ��14 B ��15 日 �16 F �15 8 �柑 8 �17 8 �18 日 �19 8 �20 �21 H �12 C �13 SA ��14 SA �15 SA �帽 SA ��17 8 �18 �A ��10 A �11 A �12 A ��13 Å �14 ■ �15 C ��C �10 C �11 C ��12 C �13 C �14 D �15 F 

0 C �21 B �22 B �23 B �24 B ��25 C �26 F �17 日 �18 SB �19 SB �20 SB ��† SB ��22 C �23 F �2 日 �23 D �24 D �25 D �26 D �7 �8 G �19 A �20 A ��21 A �22 A �23 A ��24 �25 A �16 A ��17 A �18 A �19 A ��20 A �21 A �22 D ��16 D �17 D �柑 D ��柑 D �20 D �21 日 �22 H 

7 C �28 日 �29 日 �30 R �31 �� � �4 B �25 R �26 B �27 日 ��8 ��29 �30 F �9 G �0 G �31 l � � � � �6 SA �27 SA ��28 SA �29 SA �30 SA ��1 SA � �3 A ��24 A �25 A �26 A ��27 A �28 � ��3 G �24 F �5 F ��26 F �27 F �28 G �29 日 

lカテゴリ臼一声日53・84166l l定員（名）Ⅰ2～411－2l l広さ掴）127118l 恩讐誓願口碑1分隻妄定還 ��� �町 ����� �R �������� �巳 

0 G �31 F � �� � � � 

ゝ ・嚢 し∫ � ��書聖タイプ ����入蔓人1． ���多 古 ��A ���B ���C ���D ���E ����F ����G． ����H ����t ����★3 （題 箋 2泊巨 （題 SA ；崇割 SA斯 S題 1， ��〇日前部弓 ��l★ き 1 ） ★ 人様 を 1 艶 より より を 

▼い 享 デー‾‾’‾・．’ 1ト・一・・■・．・ トー■－ ト⊥■＿ 院 ’無．． 一章㌻湛 ■■■～ 暮＋汁 ■も．んイ ���J R セ ッ ト 代 金 ��ファミリー ツイン キャラクター ����4名1室 ���53 84 ��26，600円 ���2テ，8∞円 ���28，朝餉 ���訝，000円 ���30，6山円 ����32，的0円 ����糾，200円 ����罪，800円 ����39，800円 ������お一人機 500円引 日：12／3 、SB耗簡 泊宰相l よりお一 〇〇D円引 日：12／3 、SB鞘間 引の併用 問はA期間 お一人様 08円引き 間は思覿間 お一人様 500円引 

3名1宣 �����27，400円 ���28，600円 ��� �00円 ��30，200円 ���32jO8円 ����幻，800円 ����35，400円 ����38，800円 ����43，200円 

そ �P門が■‾Ⅴ■、‾｝ m �� � ������ツイン ����2名1垂 �����28，40加 ���29，600円 ���叫600円 ���31，800芦l ���34，咄〇円 ����37，200円 ����39，400円 ����42，400円 ����47，800R 

∴’】r－ �閣 ■l■ M ���������カジュアル ダブル ����2名1室 ���66 ��27，400円 ���劫，朗0円 ���劫，200円 ���30，200円 ���32，200円 ����呵朋0円 ����35β00円 ����38，m円 ����41，即0円 
1名1室 �����31，餌円 ���軋400円 ���叫2叫円 ���お，帥円 ���－ ����－ ����－ ����－ ����－ 

ii■鯵■「ニ賀．くだ・皇i ■「1■ 宣．レ七、γ、． �� � �����廷 泊 代 金 ��ファミリー ツイン キャラクター ����4名1室 ���53 84 �� �，600円 ��6，8∞円 ���7，400円 ��� �000円 ��9，6伽円 ����11，800円 ����13．2伽円 ����15，舶伽 ����18，M円 
Tj 謹． ご」・二三 �����������3名1宰 ����� �，4的円 ��7，6榊円 ��� �200円 �� �200円 ��11，200円 ����12，800円 ����14，4伽円 ����17，8的円 ����現200円 

ツイン ����2名1垂 �����7，400円 ���8，600円 ��� �600円 ��10，800円 ���13，棚円 ����16，200円 ����18，4抑円 ����21，400円 ����26，M円 

カジュアル ダブル ����2名1宣 ���66 ��6，400円 ���7，即0円 ���8，200円 ���9，罰0円 ���11，卸0円 ����12，000円 ����14，400円 ����17，m0円 ����20，800円 

注，器送還慧還詳ツド＋シンク窺招き豪 ��������������1名1宴 �����10，808円 ���12，400円 ���13，200円 ���14，600円 ���－ ����－ ����－ ����－ ����－ 

固WトF・対応　周ズボンプレッサー周コンビ二　　匹憂国削。R大阪駅又はJR新大阪駅）より柳3分以内のホテル ◎



■設定期間2013年10月1日～2014年3月31日の毎日（但し、ホテルにより除外日あり）

★JR割増代金・各地発着追加代金★（大人お一人様／片道）
博多駅発着の基本代金に下肥代金を追加することで、最寄りの駅からのご乗車が可能です。（こどもは半額です）

数十謬区間でも山陽九州直通さくら（さくら451・458・500番台）・みずほにご乗車の場合は、厚遇さくら・みず【孝の割増代金が必要となります。

入臥■ �睾 ＝r リ �博多脚 ��水禽駅発雷 ��駐泊代金 
平体8 �休前月 �平休日　－ �休前日 �平休日 �休前日 

12／1～4 12／17－30 1／2－2／23 2／25－3／14 �3名1璽 �52 56 �27，創氾円 �盟，48恥 �茄，甜0円 �詔，咄0円 �6，甜0円 �8，別0円 

2名1室 ��27，射0円 �恥…円 �2印加円 �劫，800円 �7，加0円 �10，孤0円 

1名1室 �41 43 �符朋伽 �31，400円 �28，8m円 �恥4閲R �9，孤〇円 �10，恥OR 

10／1－11／30 12／5－16 3／15・〉31 �3名1璽 �52 56 �訂，抽0円 �叫200円 �26，8抑円 �詔，200円 �7β伽円 �9，600円 

2名1睾 ��於，却0円 �3ち200円 �礼200円 �31，200円 �8．餌〇円 �11，000円 

1名1室 �41 43 �軋棚円 �32β00円 �神，珊円 �31，8抑円 �9，脚円 �12，200円 

12／31～1／1 2／24 �3名1室 �52 56 �30脚恥 ��劫，罰〇円 ��9，肋 

2名1重 ��32，却鵬 ��31，200円 ��11，6 �00円 

1名1室 �41 43 �現00円 ��31，釦加 ��12，mR 

商品N0． �143103／早割143203／運割143303 �������（0 � � ��� 

3 �トテJ �レ『 �� �トレ神戸 ���� � ���　＋ィ ．r 

15■00　　　　　　　1軸タイプlシングル（艶阻lツイン（寮監日 �����������－ ��劉 

匂辺正ロ11‥00　憎譜十等l引去l lロロロdJR三ノ宮駅西口より徒歩5分 ・′・RQ花L鵬入力烹∪肌回線無料貸出排粉 

入主人■ ��や ぎ �博多釈発雷 ��小暮欄職 ���姓泊代金 �� � 

冒 
平休日 �休前日 �平休日． ��体前日 �平休日 �休前日 

12／17－20 12／23－30 1／2－3／20 ��緒†靴 �ダ九 �42 �26．粧円 �29．棚円 �25．脚円 ��28．480円 �6．2m円 �8．800円 
3名 �室 �52 �27．400円 �29．抑〇円 �26．400円 ��28．…円 �6．抑円 �9．200円 

2名 �室 ��28．600円 �31．800円 �27．600円 ��30．880円 �8．000円 �11．200円 

1名 �室 �42 �30．600円 �33．20tIR �29．608円 ��32．2ロ0円 �10．∝氾円 �12▲680円 

2も1宣佗 �ダブル �42 �27．4∞円 �31．680円 �26．朝日 ��30．600円 �6．肌円 �11．m円 

3名 �室 �52 �28．200円 �ユ乙600円 �27．200円 ��31．舶円 �7．600円 �12．000円 

2名 �重 ��29．400円 �34．600円 �2‡．400円 ��33．¢00円 �8．800円 �14．000円 

1名 �室 �42 �31．400円 �35．000円 �30．400円 ��34．m円 �10，m円 �14．400円 

11／17－30 ��2もー王〔セ �ダブル �42 �28．400円 �32．400円 �27．4∞円 ��31．4沸円 �7．恥0円 �11．払0円 3名1垂 ��52 �29．4仙円 �33．800円 �28．4∞円 ��32．800円 �8．800円 �13．；氾0円 

2名1室 ���30．400円 �35．！氾0円 �29．400円 ��34．800円 �9．800円 �15．200円 

1名1重 ��42 �31．808円 �38200円 �30．8m円 ��352m円 �11．280円 �15．6m円 

42 �33．2 �08円 �32．280円 ���12． �0円 

3名1室 ��52 �34．800円 ��：蛤．8抽円 ���1 �2抽円 

2名1壬 ���37．2閲円 ��36．200円 ���1 �餌円 

1名1室 ��42 �37tm0円 ��3与．脚0円 ���1 �2叩円 

143105／早割143205／連割143305

●劇■司k■JR三ノ宮駅西口より徒歩8分

田⑳凪購相恩∪欄紳科田鮎Q徒紛
大人おひとり様1泊2日墓参代金（JR往復／粗食付）

入蔓人員 �塾 ＝r リ �博多駅発雷 ��小倉麒溌薫 ��延泊代金 

平休日 �休前日． �平体8 �柵8 �平休日 �体罰日 

3／23～31 �3名1圭 �73 �茄，200円 �劫，000円 �器，200円 �28，6仰¶ �5，柵円 �9，M円 

2名1圭 �52 �訂，400円 �軌跡〇円 �28，4∝h �鱒御伽 �6，800円 �10，200円 

1名1貫 �41 �四，200円 �33，批8円 �礼200円 �32，800円 �8，600円 �13，；犯0円 

12／31－1／1 3／21－22 �3名1重 �73 �32，咄0円 ��31，刷円 ��11，800円 
2名1皇 �52 �翁，卸OR ��34 �00円 �14，600円 

1名1宰 �41 �39，200円 ��38 �00円 � �600円 

12／21～22 �3名1睾 �73 �軋4閲円 ��32，4∞円 �� �00円 2名1室 �52 �36，2加円 ��35，200円 �� �00円 

1名1室 �41 �41，800円 ��叩卿円 ��21 �00円 

粗朝倉なしの場合1．300円引き

★30日嗣甘】引★

お一人機508円引き

★連泊割引★

1泊目よりお一人機

500円引き

★曙巳割引★

日月曜日は
お一人梯500円引き

脾即a詔、ほ／調試）
きミ割引の併用不可

⑳

※各地発着の基本代金に下記の追加代金でグリーン席が片道から

利用可能　　　　　　　　　　（お一人機片遭／大人小人圃鞠）

※グリーン車除外日
12／27～1／5

大人の1泊2日基本代金から

10，300円引き 9，800円引き

商品No． �143102■ ��（03262）　　　　　　　　　■■罰■臓 
■ 2 �ピー書 ��1■■ 1： �－ �� �捌チカ鱒3分 ���′銭　亀　　　†－ 

匂広口15・00　　　　　t粗タイプーシングル【ツイン■′ir ����������� � �＼ 

屯田，1‥。。l蕎’！芸l芸酢三：′ 1ロロロaJR三ノ宮駅西口よ。徒歩3分　皇 国㊥凪・願力恩欄無料宙菩重口舶臼鯵1分 �����������仁トエ 　嚢ア 　⊥ ��．コL… 

入… ��孝 三r リ �博多が発雷 ��小l餅発雷 �� �砥泊代金 ���琶 休已扱い ブースのみ（バスタ ブなし）のお幾度と な。ます。 
平体日 �体罰日 �平体8 �休前日 � �平休日 �休東田 

1／3～3／14 ��3名1室 ��73 �25，仙 �礼20如 �24，4伽円 �27，200 �円 �4，肋 �7，608円 2名1喜 ��52 �鱒御伽 �礼400円 �諮，朗氾円 �祖，咄0 �円 �6，卸0円 �8，帥加 

1名1室 ��41 �劫，釦0円 �31，卸帥 �27，808円 �30，卸○ �円 �亀20th �10，6皿円 

3／15～31 ��3名1睾 ��73 �26，00伽 �符御伽 �埠朋伽 �劫，粧 �円 �5，400円 �9，200円 
2名1室 ��52 �27，200・円 �坤朋伽 �茄，加8円 �即00 �円 �6，000円 �10，200円 

1名1婁 ��41 �鱒朋仙 �32，併伽 �28，4伸円 �31，肋 � �8，8M円 �12，2ル円 

3名1重 ��73 �27，208円 �31，孤0円 �26，卸0円 �3吼200 �円 �6，600円 �10，醐0円 

2名1室 ��52 �28，棚8円 �喝200円 �27，咄0円 �31，200円 � �7，8M円 �11，600円 

1名1塞 ��41 �軋6m円 �鱒御伽 �劫，餌恥 �32，800円 �1 �0，M円 �13，200円 

商品No．‡1 ��43104／早割143204／連割1433 ������04 ��230） � 

4 ��トテルモントレアマ ������ �� � �� � 

薗 �匂≡正道日15‥00 匂四日：00 旬ロロコJR三ノ宮駅西口より徒歩6分 、㊧M相恩洲甜科留田恥0併分 �����������′・、岱忘 点し、．∵〆■ ��掴 

入靂人1 �力 妄 リ �博多駅精霊 ��か書駅発t ����柱泊代金 �� � 

琴 
平体眉 �細目 �平体ヨ ��休前日 ��平休日 �体前日 

12／17－20 12／23－30 1／2－5 1／7一一3／20 ��� �餌・堤 �26．抑〇円 �29．胡氾円 �25．800円 ��28．咄0円 ��6．200円 �8．折0 

3名1喜 �54 �27．480円 �29．槻円 �26．400円 �� �．800円 �6．800円 �9．208 

2名1壬 ��28．号00円 �31．80伽 �27．6叩円 �� �．880円 �8．0仰円 �11．2狐 

1名1重 �42 �30．600円 �33．208円 �29．600円 �� �200円 �10．000円 �12．600 

10／1～・11 10／14～31 12／1・－4 3／23－31 ��� �封・42 �27．400円 �31．608円 �26．朋円 �� �．600円 �6．800円 �11．0的 

3名1宴 �54 �28．200円 �3乞MR �27．200円 �� �．桝田 �7．608円 �12．000 

2名1室 ��29．400円 �封．608円 �28．408円 �� �．608円 �8．800円 �14．000 

1名1宰 �42 �31．400円 �85．88加 �30．仙 �� �．000円 �10．8m円 �14．棚 

11／17－30 ��� �封・堤 �28．棚田 �3乙408円 �27．亜0円 �� �．408円 �7．800円 �11．阻0 3名1壬 �54 �2乱400円 �33．800円 �28．400円 �� �800円 �8．808円 �13．2m 

2名1蔓 ��30．400円 �35．808円 �29．400円 �� �．800・円 �9．808円 �15．200 

1名1壬 �42 �31．且00pl �3丘．280円 �30．808円 �� �．280円 �11．200円 �15．600 

12／7、12／14 3／21一一22 ��� �餌・堤 �33208円 ��3乙2 ���円 �12．600円 3名1圭 �54 �34．8【和円 ��33．80 ���円 �14．2ロ〇円 

2名1霊 ��37．H旧円 �� �38． ��円 �16．808円 

1名1圭 �42 �37．脚円 �� �36． ��円 �17．200円 

143106／早割143206／連割143306

■膿－■刑JR元町駅より徒歩1分　　　　　　　　　覇囁

蘭㊥T乱掘M恩朋洲窃口恥口馴　　慧
大人おひとり機1泊2日基本代金（JR往復／餌食付）

入主人1 �塾 ＝r リ �博多駅弗■　・ ��小■脚 ��敲泊代金 
平体8 �体前日 �平休日 �体前日 �平休日 �休前・日 

1／3・－3／13 �3名1童 �56 �24，800円 �28，2肝円 �23，00伽 �27，紬円 �4，2抽円 �7，600円 2名1垂 ��26，200円 �鱒御伽 �憲，208円 �28，200円 �5，00伽 �8，600円 

1名1璽 �43 �27，2孤円 �29，抑恥 �26，卸0円 �20，…円 �6，600円 �9，200円 

3／14－31 �3名1室 �56 �26，600円 �神，紡〇円 �缶，輔円 �28，揖鵬 �6，∝肋 �9，200円 

2名1璽 ��27，腑円 �31，200円 �26，800円 �恥200円 �7，2別h �10，60加 

1名1璽 �43 �劫，…円 �31，200円 �27朋伽 �軋2∞円 �8，200円 �10，槌0円 

12／5 12／8－12 12／15～16 �3名1蔓 �56 �27脚伽 ��鱒御伽 ��7，200円 

2名1睾 ��符朋伽 ��27，糾氾円 ��8，200円 

1名1壬 �43 �劫，8舶円 ��劫，批0円 ��9，200円 

還職責なしの場合800円引き

★30日首間引★

お一人機500円引き

★溝白割引★
1演目よりお一人機

500円引き

★曜日割引★

日曜日はお一人様

5DO円引き

（休前日除く）
〉崇劉引の供用不可

恩ウオッシュトイレ慣匿最怪簗ル十⑳芸写窒誌上㊧雷管筈芸卜煙恩譜は周孟忘芸端琵琶榊）



入室人Å �を ＝l U �博多脚 ��小倉駅発雷 ��驚泊l憶 
平休日 �休前日 �平休日 �休航巳 �平休日 �休前日 

2／2－3／20 �3名1室 � �静，朋0円 �32，000円 �28，400円 �31，000円 �8，800円 �11，400円 

2名1室 ��卸，朝〇円 �刀，000円 �為，400円 �32，00伽 �9，8的円 �12，朝0円 

1名1室 ��訪，200円 �37，800円 �封，200円 �36，80加 �14，600円 �17，劫0円 

3名1室 ��32，00伽 �邦，600円 �31，000円 �お，6即円 �11，朋0円 �16，00恥 

2名1室 ��乳000円 �乳400円 �32，00伽 �37，400円 �12，400円 �17，朗0円 

1名1董 ��37，削〇円 �42，80加 �恥押0円 �41，80伽 �17，200円 �公，祁0円 

3／28－29 �3名1竜 �52 �糾，咄0円 �軋400円 �軋400円 �37，400円 �13，800円 �17，800円 

2名1雲 ��お，600円 �39，即伽 �軋帥0円 �調，800円 �15，080円 �19，200円 

1名1童 ��叫400円 �叫800円 �泊，咄0円 �喝800円 �19，800円 �24，200円 

3名1童 ��41，400円 ��40，400円 ��20，800円 

2名1室 ��咽，800円 ��42，800円 ��23，200円 

1名1喜 ��49，400円 ��喝400円 ��28，批0円 

商品No． �143109／早割143209／連割143309 ������02886、 ��ー 

9±1～ �拍クラウンプラザホテル神戸曜正B ��������l臨鎚適 こ蒜∴ ���の ツプ 

匂辺ロ15：00 罠彗戸芸結．甑知 ���������■忘攣墨享一愁一心 �� �1∈ ：三品．芦謝 意； 闇聯Y′妄）等 ���二月．く長 掛違 

l慧漂l㌃＋晋l　L二：・＿＿＿＿・町田 ������������徒歩2分 

大人虚心と矧泊2乱臣本代金（J閣／朝鮒　函⑬牒緒恩臓無料薗国出 

入室人1 �力 与 リ �博多釈発雷 ��小t駅間 ��延泊代金 ���� 
30日折割引★ お一人機 ．000円引き 渡壇割引★ 日よりお一人様 ．〇〇〇円引き 帽lの併用不可 

平休日 �休餞日 �平休日 �休前日 �平休日 ��体前日 �★ 

12／1－20 12／23・一30 1／2－3／20 ��3名1室 �53 �礼200円 �32，000円 �27，200円 �31卿伽 �7，600円 ��11，400円 � 

2名1室 ��31，400円 �喝朋0円 �30，叫0円 �叫朋円 �10，800円 ��15，釦如 �1泊 十十 

1名1童 �41 �31，棚0円 �叫8∞円 �30，鳩0円 �お，800円 �10，800円 ��14，200円 

10／1－11 10／14－11／1 11／4－15 11／17～30 3／21－31 ��3名1室 �53 �劫，抑0円 �お，4仰円 �27御伽 �32，400円 �8，200円 ��12，8皿円 

2名1室 ��32，∞0円 �37，加0円 �31，000円 �36，祁0円 �11，咄0円 ��16，600円 

1名1室 �41 �32，mR �箔，朋〇円 �31，000円 �軋000円 �11，朝餉 ��15，200円 

10／12－13 1り2－3 11／16 12／21～22 12／31～1／1 ��3名1室 �53 �時400円 ��糾，400円 ��14，800円 

2名1垂 ��39，800円 ��38 �0帥 �19，罰0円 

1名1宰 �41 �油，600円 ��37 �80円 �18，000円 

商品No �．11431日／早割143211／連割143311 �������（0 ��3053〉 � � 

－ 11■ 1： �l戸ボートピアホテJ �������J ��r � �・定 料■・、、 

15：00 12：00 ポートライナー �����己． ゝ �二■r 圭h ��勘．乳 � 

市民広場駅より徒歩1分 �������� �� �－ 

l纏タイプ】シングル】ツイン　l �������『 

lカチコリロード日　411531 l定員（名）1112～3l 

慧機忘蓋よ慧芳志付，田㊥還法恩孟孟薗曜日財田併分 
入皇人丸 �召 ＝r リ �博多解発薫 ��小暮釈発着 ����廷泊代金 ��お一人様500円引き ★i重油割引★ 500円引き ★曜日割引★ 500円引き （休前日除く） 

平休日 �体前日 �平弥日 ��休前日 ��平休日 �休前日 

1／3－3／20 ���3名1妻 �53 �26，800円 �31，200円 �25，800円 ��叫200円 ��6，200円 �10，600円 2名1室 ��27，800円 �33，600円 �26，8伽円 ��32，600円 ��7，200円 �13，M円 

1名1室 �41 �凱000円 �お，600円 �討，M円 ��軋600円 ��10，200円 �15，m円 

囲 

10／1一一15 1／2 3／21－31 ���3名1室 �53 �27，800円 �調，防0円 �26，帥0円 ��32，600円 ��7，200円 �13，0油日 

2名1室 ��四，00伽 �37，∝伽 �28，m円 ��誠，m円 ��8，400円 �16，400円 

1名1室 �41 �迫，4∽円 �39，亜0円 �32，400円 ��乳400円 ��12，8∞円 �18，800円 

商品No． �143108／淫割143308■廿日■‾ ��������′‘■′㌔ 一㌧～ ≠≠ � 

8 �チサンホテル神戸 
唱道正ロ15：〇〇 四日：00 1qロロロJR神戸駅より徒歩4分 l慧誉）t≡l蓋l芸l溢 ������ノ �㌣守 、、，r▲ �毒 … ㌣■嶋‖ 至 

大人男心と。削泊2は本代飢咄護欄付，　　召⑳鳳十帽相恩uN洲科田鮎Q間 

入1人■ �聖 二r リ �博卦脚 ��小t… ��延泊代金 ��冒 
平体白 �体前日 �平休日 �体前日 �平休日 �休前日 

10／1－2／23 2／25－3／31 ��3名1軍 �73 �25，600円 �27，000円 �24，600円 �26，800円 �5，∝粕円 �7，200円 
2名1室 �52 �筋，200円 �28，刷円 �25，200円 �27，400円 �5，600円 �7、800円 

1名1室 �41 �27，200円 �28，抑0円 �26，20的 �27，800円 �6，600円 �8，200円 

商品No． �143110／早割143210／連割143310 ��������ご‾ん‾　F■1 �� �� 

1 �運∃ⅢEi王道引た■■■■目薬一一 ���������� 

四15：00 �������l ��巨二三 �痩薫 � � �′革製 ㌢∵、∴ト八 

咽12＝〇〇　・・㌍軍賢司 旬ロロa六甲ライナーアイランド■タ′詳 　センター駅より徒歩3分 ����������i’言方 � ��蔓ルーノこ声 

■ I ���＿蘇震澗 
EE『－ 　　客藍≡例 ������　ゞ上 ，1＿＿竃 l力芦乱lロード日　411521 l定員（名）】112、3l 

莞慧様忘慧志（J蓋／朝ま付，　麹⑳濫濫読）恩朋繰無料 �������������池口紗一分 軍 
人妻人員 �字 ゴ リ �博多脚 ��小義駅発膚 ��延泊代金 ���� 

平体8 �棚日 �平休日 �体前日 �平休日 ��休前日 

1／3・－3／31 ��3名1垂 �52 �25，朋円 �28，6加円 �24，4他日 �27，600円 �4，跡0円 ��8，M円 2名1童 ��26，60加 �調，800円 �25，600円 �28，800円 �6，M円 ��9，200円 

1名1室 �41 �27，600円 �30，800円 �26，600円 �為，800円 �7，仰0円 ��10，20加 

10／1－12／20 12／25～30 ��3名1空 �52 �26，680円 �欝，800円 �25，MR �28，8山円 �6，000円 ��9，200円 2名1璽 ��27，800円 �31，100円 �26御伽 �30，100円 �7，200円 ��10，別0円 

1名1睾 �41 �28，抑0円 �32，100円 �27，800円 �31，100円 �8，200円 ��11，500円 

商品 �N0．l �143112■■ ��（0′2′ 

¢∃ � �巨塔ワ �� � � � � �露⊇」1－ �� �一．∧‾ぎ ��′ � 

l詳毒タ lカチゴ明 � �14：00 11：00 　　喜 阪急電車宝塚駅より　⊆ 徒歩1分　貢 ������� ����了． 二■せ ヽリ】・ �ノア 一転蔓．至当‡＿ミ イブ �シングル �ツイン ���セミダブル �� �議‾塁．・ ��� �二組料と　J 

コード） �41 �52 ���68 ������ 

l定員（ �名） �1 �2 ���2 ��1亭主一覿・薫〒二二讐l肌、警．莞TT泌 

l広さ（ �ポ）116 ��20 ���17 ��四国㊥鳳十脚力圏爛料田鮎田榔分 
大人おひ � 

入日 �を ＝J リ ��＃多麒発■ ��小暮統制 ��碇泊代金 ��� 
平休日 �体前日 �平休日 �体罰日 �平体8 ��椰・日 

1 憲嘲禽な �0／1～12／30 1／4－3／19 ���2名1室 （セミダブル） �68 ��27，000円 �礼600円 �26月00円 �27，600円 �6，4mR ��8，000円 
2名1董 �52 ��29，200円 �31，200円 �28，200円 �卸，200円 �8，680円 ��10，600円 

1名1喜 �41 ��劫，8∞円 �31，釦0円 �28，800円 �叫8脚円 �9，200円 ��11，200円 

母wi欄応　喜怒ズボンプレッサー腐コンビニ　　圏掛駅（JR棚又は」R斬畑机。徒歩約3分以内のホテル ⑬



：京　都 � 

ホ　テ　ル　毛 �ページ 

ホテルクランヴイア京都 �3 

ホテルビスタ京都 �3 

京都第2タワーホテル �3 

京都新阪急ホテル �3 

新・都ホテル �3 

ホテル近鉄京都駅 �3 

ホテル京阪京都 �4 

ダイワロイネットホテル京都八乗口 �4 

アルモントホテル京都 �4 

ホテルセントノーム京都 �4 

アーバンホテル京都 �4 

京都リッチホテル �4 

ダイワロイネットホテル京都四条鳥丸 �4 

からすま京都ホテル �4 

京都東急ホテル �5 

三井ガーデンホテル京都四条 �5 

ホテルモントレ京都 �5 

ホテル日航プリンセス京都 �5 

アークホテル京都 �5 

ホテルギンモンド京都 �5 

京都ロイヤルホテル＆スパ �6 

京都ホテルオークラ �6 

ロイヤルパークホテルザ京都 �6 

ホテルユニゾ京都 �6 

ANAクラウンプラザホテル京都 �6 

京都国際ホテル �6 

京都シティホテル �7 

ウェステイン都ホテル京都 �7 

圭■■■トや � 

し滋∵饗 　　　ホテル虞 �ページ 

大津プリンスホテル �7 

ホテルボストンプラザ草津びわ湖 �7 

アーバンホテル南草津 �7 

奈　良 � 
一束　手　ル　名 �ページ 

ホテル日航奈良 �8 

奈良ワシントンホテルプラザ �8 

本　性 

西鉄イン心斎橋　　　　　　　　　　　　　　　　t8 

ホテルクランワイア大阪 �8 

大阪第一ホテル �8 

ホテルモントレ大阪 �8 

ウェステインホテル大阪 �9 

ヒルトン大阪 �9 

大阪乗急イン �9 

ANAクラウンプラザホテル大阪 �9 

ホテル法華クラフ大阪 �9 

紀州鋪道大阪梅田ホテル �9 

大阪新阪急ホテル �10 

新阪急ホテルアネックス �10 

ラマダホテル大阪 �10 

ホテルサンルート梅田 �10 

新大阪江坂東急イン �10 

チサンイン5エ横 �10 

新大阪ステーションホテルアネックス �11 
ニューオーサカホテル �11 

ホテルラフォーレ新大阪 �11 

レム新大阪 �11 

新大阪ワシントンホテルプラザ �11 

チサンホテル新大阪 �11 

ホテルプラザオーサカ �12 

千里阪急ホテル �12 

ホテル阪神 �12 

リーガロイヤルホテル �12 

リーガ中之島イン �12 

チサンイン橋田 �12 

三井ガーデンホテル大阪淀崖橘 �13 

ホテルユニゾ大阪淀屋橋 �13 

ホテル京阪天満橋 �13 

帝国ホテル大阪 �13 

ホテルモントレラ・スール大阪 �13 

旅行条件のご案内
腑頂晰㈱E那煉蛸闇汁棚は庁右脚Ⅵ≡テⅧ醐■
この旅行は、西鉄汽行隠式会社（以下r当社」と云う）が企画書集し英機する企函旅行で、お客様は当社と募集型企函旅行契約（以下「柄行契約」と云う）を締結する零に

なります。当社はお宮様が当社の定める旅行日程に従って運送1郡白横間その他の旅行サービスを受ける亭力できる掛こ手配し、旅程哲理をする覇を引き受けます。

摂行突烏勺の内昌条件は畜コース毎に開示している条件の†臥下記兵件及び当社の旅行義的畝によります。当社旅行綱をこ希望の方は当社にご詞求下さい。

1旅行の申込み及び旅行爽約の成立

（り所定の申込西に所定串項を記入の上、申込金を添えてお申込み下さし㌧申込会は「旅行代金」「取㈲仙「遠的料」それぞれの一節又は全欝として闘います。
（2）郡吉等の過侶手段にてご予約の甥合、当社が予約を承諾した日の翌日から起負して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
（3）お等様との旅行契約は、当社がご予約を承諾し申込金の郡をもって契約の成立となります。

（4）申込金（おひとり棲）はコース毎に記載した墓相又は旅行代金の20％相当較（但し百円未満は切り捨て）となります。

2．旅行代会のお支払い珊及及び　行代　ののさ用
（り旅行代金は、旅行問始日の訪日から迄辞してさかのぼって14日日に当たる目前までにお支払い下さし㌧

（引旅行代金は、各コース章に記載しています。ご出発日とご利用人款（入室条件）でご閻下さし㌧

（3）コース毎に特に注釈がない土覇合、旅行出発日現在濁12隠以上は大人代豊、蒲6歳以上（航空憎利用コースは3護以上）12脚の方は、ことも代金になります。

（4）こ予約人望封こ変更が生した場合臥係る入室人款条件の旅行代金に変更させて戴きます。

（例大人4名でご予給の内、大人1名の消貝が生じた場合は、大人3名人室田の旅行代金適用になります。）

3．旅行代重に含まれるもの及び含まれないもの

（＝旅行巳椙に開示した交通関料金、閻白料金、負準料金、観光料金、消頸私その他が含まれます。
（2）旅行代金に含まれる費用の内、運送機関の利用等版は鳩に注釈がない限りエコノミークラス利用となります。
（3）旅行日程に開示した以外の交通眉、覿貴書及び観光1、軌澗な殴良書通信費、サービス料、専用個室利用追加代金、希盟壱のみが参加するオプショナル

ツアー代金は旅行代金には含まれません。

4．旅行実前内書及び旅行代会の変更
（1）当社は天災地変、運送箔泊機関等のサービス提供の中止、当欄の運行（航）計画によらない運送サービスの提供その他の当社の間与できない箪由が生じ

た場合、契約内容を変里する番があります。またその変更に伴い旅行代金を変更する串があります。
（2）萄しい経済溝勢の変動により通常予想される糧度を大幅に超えて利用する運送機関の運貸巨料金の改定があった場合は、旅行代金を変更する奉がありま

す。増詞の嬬合は旅行問始日の前日から起筆してさかのぼって15日日に当たる日より訳に通知します。

（3）（お害様の交留）お等様は当社の承諾を礪て所定の手放料をお支払戴く頭により、交蛤する率ができます。

5　お害†事による旅行契約の＃賎

（1）お富枝のご郡合で旅行契約を解除される場合は下記の取消桐をお支払戴きます。お取消しの連絡は、旅行の申し込みを受けた販売店の営巣時間内にのみ
お受けします。

（2）当社の責任とならないローンの手続き上の事由による取消しの場合も下脚を覿きます。
（3）下記の場合は、取消料は覿きません。

①当社によって旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われた持。（如依行間始日又は終了日の変更。〔b）観光地、柚、その他の目的地の
変更。（d還送欄間の種畑又は運送会社の変更。（即運送憎蘭の「設備及び等紆」のより低いものへの変更。（e）宿泊施設の変更。（n宿泊圧設の害
室の檀穎静儒晰馳
②上記4一（2）の規定に基づき旅行代金が増額された場合。⑨当社が確定日椙表を表記の日までに交付しない甥合。④当社の貴に帰すへき事由によ
り、当手刀の旅行日程通りの晃椅が不可能となった時。

解痛時間など 旅行開始日の折目から　手芸壬謂書巨∃蓋霊岩浪。削こ当たる。まで 超書して書かの �敬三肖料（i▲■加科） 無　　料 

ぼって　l③7日目に当たる日以■ZE目に当たる日まで � 

⑤旅行測地日の当日 � 

6　当社による旅行契約の僻

）只の場合、当社は旅行契約を解藤する翠があります。（一説例示）

（1）旅行代金が所定期日までに支払われない甥合。当社は当該期日の翌日に於いてお宮様が旅行契約を解恰されたものとし、上記当該解除日の取消料を違約
料として戴きます。

（2）撃加竜が療少連行人員（パンフレソト詑炎の人n）に満たない場合。この場合は、旅行開始日の前日から超辞してさかのぼって13日日に当たる日より前に
通知します。

（3）申込み条件の不適合及び病気、国体行動への支持その他の理由により旅行の円滑な冥虎が不可臨御翫

賢篭◎西鉄旅行㈱盛雷管窒警呈②ポ⊃帽旺会員
（観光庁長官登録旅行業第579号）福岡市中央区薬院3丁目16・26　－般社団法人日本旅行業協会正会員

ホテル京阪京橋 �13 

チサンイン大阪ほんまも �14 

シティルートホテル �14 

ホテルルートイン大阪本町 �14 

ホテル大阪ペイタワー �14 

ホテル・アコーラ大阪守口 �14 

ホテルフライトンシティ大阪北浜 �14 

アークホテル大阪心斎橋 �15 

ホテル日航大阪 �15 

クロスホテル大阪 �15 

チサンホテル心斎橋 �15 

シニラトン都ホテル大阪 �15 

天王寺都ホテル �15 

ホテルモントレクラスミア大阪 �16 

ホテルメトロThe21 �16 

なんばオリエンタルホテル �16 

大阪なんばワシントンホテルプラザ �16 

ホテル京阪ユニバーサル・シティ �16 

神　戸 
ホ　テ　ル　竜 �増エジ 

神戸栗急イン �17 

ザ・ピー神戸 �17 

ホテルモントレ神戸 �17 

ホテルモントレアマリー �17 

ホテルトアロード �17 

神戸プラザホテル �17 

ホテルオークラ神戸 �18 

チサンホテル神戸 �18 

ANAクラウンプラザホテル神戸 �18 

ホテルプラザ神戸 �18 

神戸ポートピアホテル �18 

宝塚ワシントンホテル �18 

7　澤井人等

（1）個人型プランは澤飛異等は同行いたしません。お客博が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券頴をお漉しいたしますので、旅行サービス
の提供を受けるための手続きはお等頒ご白月で行っていただきます。

（2）現地譲魚貝が同行しない区間及び現地係員が巣覇を行わない区間において、悪天僕等によってサービス内百の変更を必要とする串由が生じた場合にお

ける代輯サービスの手配及び必重な手g≡吾は、お容積ご白身で行っていただきます。

8　当社の責任及びお】■†事の■任

日）当社は当社又は手酎七行童がお客軌こ損害を与えた時は損膏を賠償致します。（お荷軌＝関係する賠償限度額は15万円）但し天災地変、運送宿泊機間の
串紋若しくは火災、運送慨間の遷延、不通又はこれらの為に生する旅行日程の変更等しくは旅行の中止、伝染病による隔離、自由行動中の事故、魚中毒、盗
粗などの場合はその繭任を負いません。

（2当社はお客様の紋悪文は過失、法令若しくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った場合はお客様から頴琴の円価を申し受けます。

9．特別川耶■

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、易値又は手持初に被った一定の損害について、旅行※約款特別補償規定により、一
定の補償金及び入院見舞金を支払います。

【園内旅行損害保険加入のおすすめ】上記補償では、掃書治療等については充分な補償がありません。安心して旅行をして戴く為に、別途［任憲保険］を掛
けられる徴お勤めします。　★★当社にて取扱いができます。弾指については係員にお尋ねください。★★

10．旅程額l正

旅行日掛こ5－（3）－①に掲げる1寧な変更が行われた場合は、旅行業約粁（企画旅行契約の郡）の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1％～5
％に相当する凛の変更補償金を支払います。但し1旅行契約について支払われる変更補償金の取は旅行代金の15％を限度とします。又1旅行契拙こついての

変更補償金の領が千円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の書道蔓環となる旅行代金とは、追加代金を含めた代金鞍です。

11＿　その他

（1）添乗員同行の有無は、各コース軌こ表示しています。なお添乗且が同行しないコースの旅程管理策蹄を行う当社の漣脇先は、西鉄旅行（株）みちくさセンタ【

（092）524－3551です。

（2）天災地臥気象条件（台風碍雪大雨など）、印敬などの彰■で運送億間の遅延不遇により生じる代替還送交通雷の差額窪泊宿泊1食事代などの旅行
代会に含まれない諸費用はお客様の負担となります。

（3）当社はいかなる甥合でも、旅行の丙芙施ほ致しません。

（4）不旅行条件は、平成25年8月1日現在を基準日としております。

●当社及び下記「阪琵店」爛記範の受託旅行業考は、摂行申込の隈に捷出された申込蕾に茫載された侶人情削こついて、お客様との連組のために利用させ
ていただくほか、お客頓がお申し込みいただいた旅行において運送竃′自観閲等の提供するサービスの手配及びそれらサービスの受領手続に必要な範国

内で利用させていただきます．その他（1）会社及び会社と提挑する企業の商品やその他、キヤンぺ一ンのご案内。（2）旅行参加後のご愚見やご感想の提供の

お熱い。（3）アンケートのお臥＼。（4）詩興サービスの提供。（5）統計資栂の作成。にお害様の個人惰肇を利用させていただくことがあります。

●当社は旅行先でのお客様のシヨツピンク等の便宜のため、当社の保有するお等欄の個人データをデューティーフリーシヨツパースなどの土産店に捷供す
ることがあります．この甥合、お客様の氏名、搭乗される尻至便名を、あらかじめ篭子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、提供の停止を
希望される場合は、出発の14日前までにお申し出下言い。

●お申込み・お問い合わせは

受託販売

旅行兼務取扱管理者とは、お客様の取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に間し、担当者からの説明にご不明な】


